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【 特 集 】 Vanfu Aoyama 移転リニューアル OPEN
【お客様】 株式会社アストリア 様
【ギフト】 贈り物に！ pochi袋

Vanfu Aoyama
2018.1.5 (Fri)
青山 骨董通りに
移転 OPEN

※イメージ

1 月は「オリジナル刺繍キャップ」を展示
オープン初月はキャップへの刺繍サービスをご提案いたします。バンフーではお好きな
言葉や数字、マークなどを刺繍した自分だけのキャップが作成できます。
様々なキャップ・刺繍糸の組み合わせで実物を展示しておりますので、ぜひ店頭にて色
合わせや刺繍の仕上がりをお確かめください。

＜印刷のプロが安心サポート＞
店内には印刷のプロフェッショナル
が常駐。
今まで以 上のサポートでお 客 様 の
想いをカタチにするお手伝いをいた
します。生まれ変わった 青 山 店に、
ぜひお立ち寄りください！

※イメージ

ACCESS
〒107- 0062

リニューアルした

Vanfu Aoyamaで

世界にひとつの
カスタマイズグッズを

来るたび新しい発見があるショップ
＜毎月変わるディスプレイアイテム＞
Vanfu Aoyamaは、来店のたびに新しい驚きや発見、オリジナルグッズのご提案をして
いくバンフー初のコンセプトショップです。

営業時間
年中無休 11：00 〜 20：00
（年末年始を除く）

例えばウェアアイテムに特 化する月や 様々なマグカップだけをディスプレイする月、

＜世界にひとつのグッズが簡単に作れる＞
展示アイテムは、プリントされたデザインの

2018 年1月5日（金）、バンフーでは新しい年のスタートとともにVanfu

お客様だけのオリジナルグッズをご注文いただけます。

Media Station青山店を「 Vanfu Aoyama」として移転リニューアル

実際の品質を見ながら、グッズ作成のヒントとしても

のディスプレイで皆様に様々なアイテムをご提案いたします。

南青山 YSSビル1F

TEL：03 -5413 -1470

というように、店頭でディスプレイするアイテムが月毎に変化します。

文字や写真をお好きなものに変更するだけで

OPENいたしました。骨董通り沿いに面した開放的な店舗で、月替わり

東京都港区南青山 5 - 4 - 30

ご活用ください。

＼ Vanfu Aoyama OPEN 記念 ／

先着 10 名様に限定ノベルティプレゼント
この「ホットニュース1月号」をお持ちいただき、Vanfu Aoyama
にお越しいただいたお客 様の中から先 着10 名 様に、お好きな
ナンバー入りマグカップをお作りいたします。お近くへお越しの
際は、ぜひお立ち寄りください。
※書体や文字数はあらかじめ決められたものとなります。

無料で開 催しているバンフーセミナーへぜひお越しください

お客 様 紹 介

第192回 バンフーセミナー

インバウンド向け制作物のための
言語とフォントの基本

帆 風とお付き合いしてくださる大 切なお客 様をご紹 介。
お客様の事業内容やお得 情 報などをお届けいたします。

【日時】2018 年1月26日
（金）

19：00 〜 20：45

今月は ... V MS 池 袋 店 新 納 のお 客 様

（途中、休憩をはさみます）
【講師】鷹野雅弘 氏

詳細・お申込みは…

バンフーセミナー 検 索

【場所】ベルサール神保町 3F ROOM3+4+5

株式会社アストリア 様
▲ 株式会社アストリア 森様（左）
、帆風 新納（右）

お客様の事業内容をご紹介します！
会社概要

毎月お配りしているマンスリーギフトは、Vanfu フロントアドバイザーが交替で企画し作成しています

お客様に評価をお願いしました

担当営業の通知表

＜担当営業へメッセージ＞
実際に店舗を見にきてくれたり、こ

VMS 池袋店 新納

ちらと向き合ってくれる姿勢が感

されている会社です。
レディースファッション専門店
「A storia」
・
「A STORIA ODIER」、香水のセレクトショップ「P.D.C」を、首都圏の主
要ターミナルを中心に展開。
「値ごろでちょっと良いものを」をモットー

好き

は、婦人服・香水の企画開発及び 販売を

る♪

1957年設 立の株 式会 社アストリア様

字を書いて使
え
な文

じられますし、対応力があります。

1. 対応力

★★★

2. 頼れる度

★★★

に提案の引き出しを増やしていっ

3. ひきだし度

★★

てもらえれば、言うことなしです！

まだ若いので、今後も色々頼む際

に、地域に密着した姿勢を大切にされており、店舗はそれぞれ地域の特
また、ターゲット層を限定せず、20 代から40 、50 代まで幅広い世代の
女性それぞれに合ったファッションをご提案されていることも特徴です。
現在展開されているブランドは、フォーマル
からデイリーまで取り揃えた「A storia」をはじ
め、就活・新社会人向けの
「A STORIA ODIER」
、
洗 練された都会的なワードローブを提案する
「TRUDEA 」
、
カジュアルラインの
「RUDY」
に加え、
昨年12月に誕 生したフェミニンエレガンスブランド「A storia Fleure」
と、香水のセレクトショップ「P.D.C」の6つ。
「P.D.C」では自社オリジナルの
香水も販売されています。商品は都内20店舗の
ほか、公 式 オン ラインショップ、ZOZOTOWN
からもお買い求めいただけます。フォーマルな
お洋服を着用することも多いこの時期、お気に
入りの一着を探してみてはいかがでしょうか。

＜帆風との関わり＞
昨年よりお付き合いがあり、現在はシー
ズン毎のポスターなどを中心にデザイン
制作からご依頼いただいております。

1月のマンスリー

贈り物に！ pochi 袋

ギフトはこちら！

企画：VMS 恵比寿店 フロントアドバイザー

福田

担当営業 新納の営業姿勢を評価いただ
きました。

2018 年最初のマンスリーギフトは、お年玉や新年会などにお使いいただけるぽち袋を
ご用意いたしました。少しざらついた、風合いのある用紙で質感にこだわりました！
戌年らしいデザインと和柄２種類の３枚の封筒で、季節を選ばずお使いいただけます。
封筒を留めるシールとデザインを合わせてお楽しみくださいませ。
ご自分用としても、小物入れやノートに貼ってミニポケットを作ったりと様々な用途で
お使いいただけます。ぜひご活用いただけますと幸いです。

＜ぽち袋＞
印刷方法
オフセット印刷
サイズ
W64 × H117mm（ベロ含む）
色数
4 色／ 0 色
加工
ビク抜製袋
マーメイド ナチュラル 四六判 90kg
用紙

＜シール＞
印刷方法
サイズ
色数
加工
用紙

＜台紙＞
印刷方法
サイズ
色数
用紙

過去のマンスリーギフトをご紹介

オフセット印刷
W66 × H136mm

1（スミ）色／ 1（スミ）色
色上質紙 超厚口（赤）

オフセット印刷
φ15mm
4 色／ 0 色
半抜き＋断裁仕上げ
上質紙

▲

色やお客様の層に合わせたつくりや品揃えとなっているのだそうです。

バンフーマンスリーギフト

検索

